日現在︶が必要とされ

２月

日午前

時

ます︒奮ってご参加ください︒
日時
１００人程度︵1月７日か

ら受け付けます︒締め切りは２

募集

大人千円︑小・中学生５

月６日︑先着順︶
参加費
００円︵小学生以下は保護者同
伴︶
︵財︶

河川環境管理財団︵担当︑谷さ

お問い合わせ・申し込み
ん︶☎０１１|２６１|７９５

文化交流館

図書ボランティアを募集します
文化交流館貸し出し図書の整理
や点検︑図書情報のパソコン入力︑
絵本コーナーの装飾などを担当し
ていただけるボランティア・スタ
活動は毎月２回︑定期的に行い

ッフを募集しています︒
ます︒興味のある方の参加をお待

韓国交流協会事務

局︵マ・メゾン西川さん︶☎

お問い合わせ

|２１

|3898︑または杉山さん
︵役場住民福祉課︶☎
１１︵内線５０６︶

年度第１学

放送大学北海道学習センター

放送大学の学生募集
放送大学は︑平成
どの放送を利用して授業を行う通

期の学生を募集します︒テレビな
信制の大学で︑学校教育法に基づ

ちしています︒
時から２時間程

いずれも３泊４日の韓国・済州島

1科目︵２単位︶1万千

学生の種類
歳以上︶②全科履修

①科目履修生・選科

歳以上で大学入学資格を

放送大

学北海道学習センター旭川サテ

お問い合わせ・資料請求

歳以上︶

科目生︑修士選科生＝いずれも

持っている方︶③大学院︵修士

生︵

履修生︵

︵同︶︒ほかに各科入学料︒

は1科目︵２単位︶２万２千円

円︵テキスト代含む︶︒大学院

授業料

募集期間 ２月 日︵土︶まで

とが出来ます︒

いて︑正規の大学教育を受けるこ

活動日は︑毎月第２土曜日︑第
４水曜日の午前

旅行への参加者を募集します︒い

最大

万円︵為替レートの

日︵木︶︑また

今年で６回目︒益金は全額赤い

小麦粉︵強力粉︶を練って皮作

物券が当たる大抽選会に一喜一憂︒

や飲食店から提供の飲食券︑買い

お父さん︑お母さんは︑町内商店

パー
１月

都市建設課
日︵土︶︑町営バスの臨
時便を運行します︒

|２６２７

︵旭川市常磐公園︑常磐館内︶

支援準備委員会発起人会
北工学園︵旭川福祉専門学校︑

分後

ひがしかわ氷まつり前夜祭

の花火打ち上げ終了

日時

東忠別線︑北忠別線︑東雲
上キトウシ線

路線

北海道環境福祉専門学校︶の学園
継続︑発展を支援する﹁北工学園
支援委員会﹂︵仮称︶の設立準備
委員会参加者を募集します︒
環境保全︑医薬︑食育︑保育︑
介護福祉などのスタッフプロ養成
校として︑今後の役割が一層期待
されています︒そのため昨年 月︑
町内一丸で同学園を支援する目的
で支援委員会の設立発起人会がス
タートしました︒早ければ２月に
も準備委員会を立ち上げ︑発展的
に支援委員会の発足を予定してい
ます︒
一人でも多く支援活動に賛同い
ただける方を募っています︒応募
日︵定員はおお

人︶︒お問い合わせは町教

締め切りは１月
むね
|２１１１︵内線２６

育振興スーパーバイザー室︵三宅︶
まで︒☎
４︶

新婦人せせらぎ班

バイオリンコンサートを開きま
す
新婦人せせらぎ班は﹁子どもた
ちのためのヴァイオリンコンサー
ト﹂と題してバイオリンコンサー
トを開きます︒出演は旭川出身の
バイオリニスト︑池田敏美さん︑
カウンターテノール歌手︑池田弦
氏︑ピアニスト︑田中まりさんの
３人︒今回で３回目の演奏会です︒

大人１５０円︑子ども 円

親子で楽しめる曲を中心にした楽

料金

お問い合わせ

公共施設管理室☎
|２１１１︵内線２３７︶

32

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク
調理師の皆さま︑２年ごとの届
け出が必要な年度です
上川保健所
調理業務に従事している調理師
の方は︑調理の従事場所の届け出
が必要です︒
月

調理従事場所等届け出︵２年ご
との
ているのは○寄宿舎︑学校︑病院︑

３

各種施設など︑多人数に飲食物を
調理・供与している施設に従事し

お問い合わせは文化交流館☎

度です︒

東川町韓国交流協会

韓国済州島観光の参加者を募集

|４２４５

先ごろ政府与党・自民党で決定
東川町韓国交流協会︵宮崎堅二

総務省
された﹁定額給付金﹂の給付を装
会長︶は３月 日︑同月 日から︑

め詐欺にご注意！

﹁定額給付金﹂を装った振り込

ている調理師の方○飲食店営業︑
魚介類販売業︑そうざい製造業に
従事している調理師の方︱です︒
届け出は︑所定の届け出用紙に
地域を担当区域としている︵社︶
った振り込め詐欺︑個人情報の詐

必要事項を記入の上︑働いている
北海道全調理師会旭川支部︵旭川
取被害の増加が心配されています︒
﹁定額給付金﹂は︑具体的な給付
ずれも旭川空港発着の韓国アシア

日︶︒届け出

|３７６６︶まで

市保健所内☎

方法はまだ決まっていません︒市
ナ航空で仁川空港までの直行便を

︵締め切りは１月
|５９８

用紙は同支部︑または上川保健所
町村の職員や総務省の職員を名乗

健康推進課増進係︵☎
る電話や︑給付方法を指示する郵

８︶に備えています︒

しています︒

利用︒２日間の済州島観光を予定

日︑忠別ダム冬イベント
市町村の職員や総務省の職員が

便物などが届いたら要注意︒

２月

費用

１月

は定員︵ 人︶になり次第︒

締め切り

羽根共同募金に寄付しています︒

ちびっ子向けには︑ディズニー
・アニメーション映画の最近の作
品２本立て︒子供達は場内１００

りからスタート︒具は︑豚バラ肉

にぎやかなパーティーを満喫しま

ｄｅ

月

ｍａｓ﹂チャ

ライトスペース☎

皆さまの住所や世帯構成︑銀行口

日

座の番号など個人情報を問い合わ
変動で円︑ウォン交換比率に変

日︵水︶︑同月

せることも絶対にありません︒不

３月

﹁遊ｉｎｇ忠別﹂

忠別ダム水源地域ビジョン

審な電話や郵便が来たら︑一刻も

︵水︶から３泊４日

忠別ダム水源地域ビジョン﹁遊

日時

ｉｎｇ忠別﹂︵鈴木健治代表︶は
早く最寄りの警察︑または警察相
談電話︵☎＃９１１０︶にご連絡

２月
で開く﹁忠別ダム冬イベント﹂の
ください︒

日︑農村環境改善センターであり

東川町国際文化交流協会

ました︒

月7日︑東川町国際文化
会場には３００人を越す観客で満
町内のアマチュアバンド６グル

席︒
ープが出演︒それぞれに得意の演

交流協会︵両瀬渉会長︶が主催し

人が本格手作りギョーザ

た︒約

歳まで吉林

講師は︑町内在住の中国帰国子

の作り方を学びました︒
女︑吉田秀美さん︒
省で過ごしただけに︑中国料理は

の細切れ︑たっぷりの白菜︑エビ

した︒

インチの大画面に釘づけでした︒

のミンチを︑しょうゆで薄く味付
たれは︑ポン酢しょうゆが意外な
おいしさ︒
個か

個くらいはぺろりと平らげて

一口大の大きさで︑一人
ら

Ｘ

氷まつりで町営バス臨時運行

けしておくのが秘けつです︒付け

お手のものです︒

奏が場内に響きました︒

1回世界の料理教室﹂を開きまし

て︑農村環境改善センターで﹁第

昨年

格手作り餃子

世界の料理教室│初回講座で本

参加者を募集します︒雪像コンテ
スト︑雪中植林などを予定してい

日︵日︶午後２時

１月

しいひと時をどうぞご一緒に︒
日時
叢舎︵くさむらや︶︵西４

号北 ︶

場所
大人千円︑親子千５００円

叢舎︵澤田さん︶

︵３歳以上の子供何人でも料金

料金
は同じ︶
お問い合わせ
☎ |４４１６

町長杯ミニバレー大会参加者を
募集します
東川町ミニバレー協会
冬期間の体力づくりと親睦に︑

歳以

分から

ぜひご参加ください︒どなたでも
参加できます︒
２月８日午前８時

︵受け付け開始︶

日時

①混成②

Ｂ＆Ｇ海洋センター
歳以上⑤女子の部︵１チ

歳未満③

種目

会場
上④
ーム６人以内︑年齢は大会当日

しまうおいしさに︑町英語指導助
手のリンズィー・マクドナルドさ

千円︵１人︶

の満年齢︶
参加料

ていました︒

んも参加してみんなで舌鼓を打っ

当日お弁当を６００円

﹁ライブでパーティー

ｉｎ

催の恒例﹁ＬＩＶＥ

東川イベントサポートクラブ主

東川イベントサポートクラブ

クリスマス﹂今年も大盛況

イン

締め切り １月 日︵木︶必着
その他

︵１つ︶で斡旋します︒ご希望
の方は参加申し込み時に申し込
事務局

み用紙にご記入ください︒
|３５４２︑携

申し込み・お問い合わせ
の大城さん☎

帯０８０|３２６０|３１８８

ティー

リティーコンサートが昨年

22

12

10

日︵土︶︑忠別ダムサイト

開催

21

21

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク

82

17日＜前夜祭＞

15

10

35

82

82

主催：東川町観光協会

70

25

28

雪と氷の祭典
第35回ひがしかわ氷まつり

12

Higashikawa 2009 January
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33 Higashikawa

40

15

メーン会場：羽衣公園

1/17（土）〜1/19（月）

45

21

,

22

82

20

○氷雪像コンクール・町民大写真展表彰式（正午、野外ステージ）
○各種ゲーム大会（午前10時〜、午後1時〜）スノーボール、キックボール、ダーツ、
ラリーゲーム、じゃんけん大会 など
○餅つき大会（午前11時、午後1時の2回）
○東川中、旭川市立永山南中マンドリン部演奏会（午後1時半、農村環境改善センター）
○大人気！ ジャンボ滑り台
ほか

46

15

15

27

40

20

25

20

18日＜本まつり＞

20

12

17

30

82

82

○羽衣公園会場ライトアップ（午後4時〜）
○雪像コンクール投票、抽選会（午後5時〜）
○花火打ち上げ（午後７時〜）（花火打ち上げ終了後、町営バス3路線臨時便運行）

82
25

18

31

動の可能性あり︒燃料サーチャ
北工学園の支援準備委員会を設
ージ・航空機座席予約手数料含む︶ 立します
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18

18
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21
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